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子会社の第三者割当による新株発行に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社の連結子会社である JAPAN 3D DEVICES 株式会社（以下「J3DD」という。） は、平成
26 年 7 月 31 日開催の臨時株主総会において、ミネベア株式会社（以下「ミネベア」という。）を
割当先とする第三者割当による新株式発行を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。これにより、J3DD は、当社連結子会社から持分法適用会社へ異動します。
記
１

異動の理由及び経緯
当社は、平成26年4月14日にJ3DDを100%子会社として設立し、今後、車載用ヘッドアップデ
ィスプレイ（以下「HUD」という。
）用凹面鏡及びスマートフォン用カバーガラスなどに大きな
成長性が見込める薄板精密成型ガラス事業への本格参入を図ることといたしました。
車載用HUDとは、自動車の速度や地図などの各種情報をフロントガラスやコンバイナーに表
示することにより、ドライバーの視線を大きく動かすことなく情報を読み取れるようにする技術
及び表示機器です。運転の安全を確保するため世界的に導入が進められており、予測では2020年
に年間1,000万台以上の出荷台数が見込まれるなど、今後市場の大きな成長が期待されています。
HUD用凹面鏡としては、これまでは主にプラスチック射出成型品が用いられていましたが耐熱
性やコスト面に課題があることから、薄板で3D形状を有するガラス製品への要望が高まってきて
います。J3DDは、他のガラスメーカーにはできない複雑な形状のガラス製HUD用凹面鏡の量産
体制を早急に確立することで、今後のHUD用凹面鏡のガラス化転換に対応していきたいと考え
ております。
また、スマートフォンのカバーガラスは、現在、平面形状が一般的ですが、今後、機能性やデ
ザイン性の向上のため、3D 形状を有するカバーガラスの需要が高まってくると予想されます。
J3DD では、岡本硝子が長年培ってきたダイレクト成型の技術を応用して、必要とされる形状の
カバーガラスを安価に提供していきたいと考えております。
さらに、自動車のコックピット内のカーナビ及び計器類等に立体形状のガラスカバーを導入し
ようというニーズがあり、近い将来、そのような「車載用カバーパネル」を J3DD で生産販売す
ることも視野に入れております。
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ミネベアは、ベアリングなどの機械加工品事業及び電子デバイス、小型モーターなどの電子機
器事業を主たる事業として行っている会社であり、HUD用のステッピングモータ、アクチュエー
ターなどに高い技術力を有しています。
ミネベアは、長期的な成長戦略である「5本の矢」戦略のうち、2本目の矢である「複合製品の
開発と拡販」を推進すべく、数年前から開発に着手していたHUD用アクチュエーターの複合製
品化を模索していました。
J3DDでは、HUD分野におけるミネベアとの事業シナジーが大きく、また、将来的にミネベア
のグローバルな販売拠点を活用し、HUD用凹面鏡などの海外客先への営業支援を受けることで、
顧客基盤の拡充を図ることが期待できることから、ミネベアに資本参加を仰ぐこととし、平成26
年7月31日開催の臨時株主総会において、ミネベアを割当先とする第三者割当による新株発行を
行うことを決議いたしました。
２

異動する子会社の概要(平成 26 年 7 月 30 日現在)
(1) 名称

JAPAN 3D DEVICES 株式会社

(2) 所在地

新潟県柏崎市大字安田 7587 番地 1

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役社長

(4) 事業内容

電子・光学機器の製造、加工及び販売

(5) 資本金の額

175 百万円

齋藤 朋之

※なお、資本準備金は 175 百万円です。
(6) 設立年月日

平成 26 年 4 月 14 日

(7) 大株主及び持株比率

岡本硝子株式会社 100%
資本関係

当該会社の全株式を保有しております。

人的関係

当社の代表取締役が同社の取締役を、当社の監査

(8) 上場会社と当該会社と

役が同社の監査役を、当社の従業員が同社の取締

の間の関係

役を兼務しております。
取引関係

当社と同社の間には、経営業務委託契約等の取引
があります。

(9) 最近 3 年間の業績

同社は、平成 27 年 3 月 31 日が第 1 期の決算日であるため、
開示できる過去の業績はありません。

３

子会社による第三者割当増資の引受先の概要(平成 26 年 3 月 31 日現在)
(1) 名称

ミネベア株式会社

(2) 本店所在地

長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4106 番地 73

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役社長

(4) 事業内容

機械加工品及び電子機器の製造及び販売

(5) 資本金の額

68,258 百万円

(6) 設立年月日

昭和 26 年 7 月

(7) 純資産

163,463 百万円 (連結)

(8) 総資産

381,278 百万円 (連結)

貝沼
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由久

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口)

(9) 大株主及び持株比
率

8.11%
6.64%

公益財団法人高橋産業経済研究財団

3.87%

三井住友信託銀行株式会社

3.85%

株式会社啓愛社

3.76%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口 4)

3.33%

全国共済農業協同組合連合会

3.03%

株式会社三菱東京 UFJ 銀行

2.52%

株式会社三井住友銀行

2.51%

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNTTREATY CLIENTS

2.14%

(常任代理人 : 香港上海銀行東京支店)
当社と当該会社との間には、資本関係はありません。
資本関係

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありま
せん。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ

(10) 上場会社と当該会

人的関係

社の関係

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会
社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関
係はありません。

取引関係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ
りません。

関連当事者への

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

該当状況

また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連
当事者には該当しません。

４

子会社による第三者割当増資の概要
(1) 発行株式数

7,500 株

(2) 発行価額

1 株につき 50,000 円

(3) 発行総額

375,000,000 円

(4) 割当先

ミネベア株式会社

(5) 払込期日

平成 26 年 7 月 31 日
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５

異動後の所有株式の状況
(異動前)

６

(異動後)

(1) 当社所有株式数

7,000 株

7,000 株

(2) 発行済株式数

7,000 株

14,500 株

(3) 当社所有割合

100.00%

48.27%

日程
平成 26 年 7 月 31 日 臨時株主総会決議
平成 26 年 7 月 31 日 払込期日

７

今後の見通し
本第三者割当増資により J3DD 株式の保有割合が減少するため、J3DD は当社の連結の範囲外

となり持分法適用会社となります。J3DD が当社連結子会社から持分法適用会社へ異動すること
に伴い、特別損益項目として持分変動差額の発生が見込まれますが、当期の業績への影響は僅少
である見込みです。
以上
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